
【高１版】

【形式】授業スタイル／【ライブ】…ライブ講座、【特別映像】…特別映像講座 ※ 1C1Tと1C1N、1C2Tと1C2Nは同内容の講座です。それぞれ、いずれか一方を受講してください。

【費用】各講座の受講費用は別紙、「費用一覧」をご確認ください。 ※　開講講座・担当・実施日時は予定ですので、変更になる場合がございます。ご了承ください。

※　「特別映像講座」はご家庭にて視聴することも可能です。

　　　　　いよいよ勝負の夏がやってきた！この夏本気で頑張ろうとしているキミたちへ、本気のラインナップをお届けします！

 　　夏の 「応援」 キャンペーン！  　　夏の 「応援」 キャンペーン！

 会員特別費用 ＜２０２１夏＞   【高１生】　定額費用制度 ＜２０２１夏＞

※会員生のみの特典です。受講費用については、別紙をご確認ください。 ※受講費用については、別紙をご確認ください。

　　夏期講習を会員特別費用にて受講できます。

☆☆夏期講習でライブ講座または特別映像講座を受講する高校生が対象！☆☆

ライブ講座または特別映像講座の費用は５講座以上受講すると、

それ以降の受講費用がすべて免除されます！

17:45～19:30

18:50～20:10

18:50～20:10

高校学習内容「英文構造（文型・区と節）」を完全マスター！ 福島

高校学習内容「平面幾何」を詳細解説、図形の理解を深める 原田明

18:50～20:10

17:20～18:40

7/26.27.28

7/21.22.23.24

8/9.10.11.12

8/9.10.11.12

18:50～20:10

17:20～18:40

18:50～20:10

原田明

国語

難関レベル英作文入門

一目瞭然！
　ヴィジュアル系前置詞攻略

16ST

161N

浜野

中西

ライブ

11S1

112U

111U

☆☆６月２７日（日）までに夏講受講確認書を提出すれば！☆☆

学年

15S2

講座名称

２次試験レベルの英文を正確に読む演習

形式

ハイパー化学ＳＴ２ （映像） ※

ハイパー化学ＳＴ１ （映像） ※

ハイパー化学ＳＴ２ （ライブ） ※

ハイパー化学ＳＴ１ （ライブ） ※

ハイレベル国語 （古典） 

ハイレベル国語 （現代文） 

スーパー国語 （古典） 

スーパー国語（現代文） 

スーパー数学Ｓ１-２

ライブ

ライブ

一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ、受講講座を決定していきます。

１講座／80分講義×4回または105分講義×3回

英語

英語

科目

数学

17:20～18:40

原田明

畑中

畑中

8/9.10.11.12

7/21.22.23.24

17:20～18:40

18:50～20:10

20:20～21:40

19:45～21:30

原田明

原田明

高永

20:20～21:40

7/21～8/31の期間
視聴できます。

7/21～8/31の期間
視聴できます。

畑中

高永

18:50～20:10

17:20～18:40

高永

20:20～21:40

7/21～8/31の期間
視聴できます。

8/9.10.11.12

80分×4日

20:20～21:40

8/4.5.6,7

8/4.5.6,7

18:50～20:10

スタンダード英語Ａ２ （文法）

スタンダード英語Ａ１ （読解）

ライブ

ライブ 141A 重要文法項目を確認しながら英文を正確に読む基礎演習

福島

福島

基礎からの重要文法事項の完成（不定詞など） 7/16.17.19.20

8/4.5.6,7

ライブ

18:50～20:10

ハイレベル英語Ｔ２ （文法）

ハイレベル英語Ｔ１ （読解）

ライブ

ライブ

151T

141T

重要文法事項の完成（不定詞など）

やや難解な英文を正確に読む方法を基礎から習得

浜野

浜野

7/16.17.19.20

8/4.5.6,7

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

スタンダード数学Ａ１

ハイレベル数学Ｔ２

ハイレベル数学Ｔ１

スーパー数学Ｓ２-２

特別
映像

スーパー数学Ｓ２-１

スーパー数学Ｓ１-１

完全攻略！「確率」演習（応用編）

ハイレベル数学演習（整数問題など）

スタンダード数学Ａ２

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

アルティメット数学Ｕ２

アルティメット数学Ｕ１

スーパー英語Ｓ１-２ （文法）

スーパー英語Ｓ２-２ （文法）

スーパー英語Ｓ２-１ （読解）

ライブ

ライブ

ライブ

特別
映像

ライブ

1１SN

112A

111A

112T

111T

12S2

11S2

特別
映像

特別
映像

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

1C2N

1C1N

1C2T

1C1T

18TA

17TA

18US

17US

【要チェック】今回の講座のために撮影！数Ａ最重要テーマの確率を、応用問題
を中心に徹底的に演習します。この夏しかできない演習講座！学力テスト対策に
も活用してみてください。

11TN
【要チェック】今回の講座のために撮影！１学期の重要テーマを総復習。知識の
総整理に加え、標準問題の演習と解説で、２学期のスタートをスムーズにします。
学力テスト対策にもバッチリ！

12SN

8/18.19.20.21

7/26.27.28

7/30.31.8/2.3

7/16.17.19.20

8/9.10.11.12

7/21.22.23.24

8/9.10.11.12

7/21.22.23.24

滴定に関する重要事項の確認と計算の徹底演習

酸化還元に関する重要事項の確認と計算の徹底演習

滴定に関する重要事項の確認と計算の徹底演習

酸化還元に関する重要事項の確認と計算の徹底演習

古文文法の頻出ポイントをわかりやすく総整理

現代文の解法エッセンスを伝授し得点力をアップ

入試に向けた古文文法の重要ポイントを総整理

現代文のハイレベル演習。難問に耐えられる体力をつける

宮脇

宮脇

竹村

竹村

小椋

小椋

担当

重要文法事項の完成（不定詞など）

２次試験レベルの英文を正確に読む方法を習得

重要文法事項の演習（不定詞など）

8/9.10.11.12

実施日時講座No.

151A

講座内容

18:50～20:10

20:20～21:40

20:20～21:40

20:20～21:40

20:20～21:40

18:50～20:10

20:20～21:40

9UEM
（単科受講

不可）
7/21.22.23.24

14S2

重要文法事項の完成（不定詞など）

２次試験レベルの英文を正確に読む方法を習得

原田健

原田健

20:20～21:40

80分×4日

80分×4日

8/9.10.11.12

畑中

高永

杉本 80分×4日
7/21～8/31の期間

視聴できます。

7/21～8/31の期間
視聴できます。

アルティメットジュニア国語 ライブ 9UK 高校国語の入門編。大学入試で大きく変わる古典の明瞭解説 小椋 8/9.10.11.12

7/16.17.19.20

8/4.5.6,7

浜野

浜野

久留原

中西

7/21.22.23.24

8/18.19.20.21

7/16.17.19.20

スーパー英語Ｓ１-１ （読解）

アルティメット英語Ｕ２ （文法）

アルティメット英語Ｕ１ （読解）

15S1

14S1

151U

141Uライブ

ライブ

「確率」反復試行から確率最後までの詳細講義

「数と式」および「二次関数」のハイレベル演習

「場合の数」および「確率」のハイレベル演習

書きにくい英作文で得点をとるコツを徹底的にマスター

【要チェック】毎年人気の講座が映像になります！前置詞の曖昧な理解は、入試
でも必ず狙われます。前置詞の意味をヴィジュアルイメージで説明。そういう意味
だったのかとスッキリ理解できること間違いなし！

【要チェック】今回の講座のために撮影！難関大志望者必須の整数講座。精選
問題演習と、丁寧な解説で、いろいろな考え方を学びます。整数問題が絶対おも
しろくなる！

「２次関数」最大・最小から２次不等式の前までの解説講義と演習

「確率」反復試行から確率最後まで基本内容の定着を目指す

「２次関数」最大・最小から２次不等式の前までの解説講義と演習

「確率」反復試行から確率最後までの反復練習

「２次関数」最大・最小から２次不等式の前までの解説講義と演習

「確率」反復試行から確率最後までの詳細講義

「２次関数」最大・最小から２次不等式の前までの解説講義と演習

数学

第１弾 第２弾

20:20～21:40

岡山

高１

岡山

中３

国語

完全攻略！「確率」演習（標準編）
特別
映像

12TN
【要チェック】今回の講座のために撮影！数Ａ最重要テーマの確率を、典型問題
の解説と演習でブラッシュアップします。この夏しかできない演習講座！学力テス
ト対策にも活用してみてください。

杉本 80分×4日

化学

ライブ 20:20～21:40

7/21.22.23.24

宮脇

宮脇

17:20～20:10アルティメットジュニア英語・数学 ライブ

得点直結！１学期内容総復習

12S1

中３生・高１生 【 岡山校 】 TEL：086-233-3302



【高２版】

【形式】授業スタイル／【ライブ】…ライブ講座、【特別映像】…特別映像講座 ※　「特別映像講座」はご家庭にて視聴することも可能です。

【費用】各講座の受講費用は別紙、「費用一覧」をご確認ください。 ※　開講講座・担当・実施日時は予定ですので、変更になる場合がございます。ご了承ください。

　　　　　いよいよ勝負の夏がやってきた！この夏本気で頑張ろうとしているキミたちへ、本気のラインナップをお届けします！

 　　夏の 「応援」 キャンペーン！  　　夏の 「応援」 キャンペーン！

 会員特別費用 ＜２０２１夏＞   定額費用制度 ＜２０２１夏＞

※会員生のみの特典です。受講費用については、別紙をご確認ください。 ※受講費用については、別紙をご確認ください。

一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ、受講講座を決定していきます。

１講座／80分講義×4回または105分講義×3回

7/26.27.28

18:50～20:10

20:20～21:40

17:20～18:40

20:20～21:40

20:20～21:40

18:50～20:10

18:50～20:10

20:20～21:40

7/30.31 8/2.3

踊って覚える英熟語 特別
映像

261N
【要注目】毎年人気の講座が映像になります！基本動詞や前置詞の意味
を、動きでヴィジュアル化し、動いて踊って、身体を張って説明します。熟
語がどんどん頭に入ってくる！

中西 80分×4日
7/21～8/31の期間

視聴できます。

畑中

浜野

浜野

難関大レベルの和文英訳・自由英作文の攻略法を学ぶ

7/21.22.23.24

18:50～20:10

20:20～21:40

小椋

畑中

高永

高永

原田明

8/4.5.6.7

7/21.22.23.24

7/30.31 8/2.3

7/21.22.23.24 17:20～18:40

7/21～8/31の期間
視聴できます。

18:50～20:10

18:50～20:10

18:50～20:10

20:20～21:40

共通テストレベルの英文を正確に読む方法を学ぶ

難関大レベルの和文英訳・自由英作文の攻略法を学ぶ

難関大レベルの英文を正確に読む方法を学ぶ

7/31 8/2.3

7/31 8/2.3

浜野

浜野

原田健

畑中212U

211U

26ST

25US

25TA

24TA

25S2

24S2

25S1

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

2C2T

2C1T

2C2S

2C1S

2P2T

2P1T

28TA

27US

21SN

212A

211A

212T

211T

22S2

21S2

22S1

21S1

最難関数学演習（整数問題）

スタンダード数学Ａ２

スタンダード数学Ａ１

ハイレベル数学Ｔ２

ハイレベル数学Ｔ１

スーパー数学Ｓ２-２

スーパー数学Ｓ２-１

スーパー数学Ｓ１-２

スーパー数学Ｓ１-１

ハイレベル理系化学Ｔ２

18:50～20:10

理科

国語

ハイレベル国語 （古典）

スーパー国語 （現代文）

原田明 7/21.22.23.24

ハイレベル理系化学Ｔ１

ライブ

ライブ

ハイパー理系物理ＳＴ１ ライブ

ライブ

ライブ

重要事項の総整理と頻出問題演習で、この夏「酸と塩基」をマスター（後半）

重要事項の総整理と頻出問題演習で、この夏「酸と塩基」をマスター（前半）

有機化学②／有機化学①の続きの詳細講義と知識の総整理

有機化学①／有機化学を基礎から、詳細に講義

「力積と運動量」 に関する重要事項の解説と知識の整理（後半）

「力積と運動量」 に関する重要事項の解説と知識の整理（前半）

近藤

近藤

宮脇スーパー理系化学ＵＳ２

スーパー理系化学ＵＳ１

ライブ

ライブ

18:50～20:10

20:20～21:40

ハイパー理系物理ＳＴ２ ライブ 18:50～20:10

宮脇

原田久

7/21.22.23.24

7/16.17.19.20

8/18.19.20.21

高3物理　3P1T、3P2Tの2講座は、定員の関係上、通常ゼミを受講している会員生のみ申込を受け付けます。ご了承ください。

実施日時

19:55～21:40

17:55～19:40

19:45～21:30

スーパー英語Ｓ１-１ （読解） ライブ 24S1 原田健 7/16.17.19.20 18:50～20:10難関大レベルの英文を正確に読む方法を学ぶ

アルティメット数学Ｕ２

アルティメット数学Ｕ１

英文法総復習特講

難関レベル英作文特講

ハイレベル英語ＴＡ２ （英作文）

ハイレベル英語ＴＡ１ （読解）

スーパー英語Ｓ２-２ （英作文）

スーパー英語Ｓ２-１ （読解）

スーパー英語Ｓ１-２ （英作文）

ライブ

ライブ 平面ベクトル　図形への応用を中心とした総合演習と詳細解説（前半）

中川

英語

科目 講座名称 形式 講座No. 講座内容 担当

アルティメット英語Ｕ２ （英作文）

アルティメット英語Ｕ１ （長文読解）

ライブ

ライブ

251U

241U

最難関大合格には和文英訳・自由英作文の攻略法を学ぶ

最難関大合格に必要な難解な英語長文の読解法を学ぶ

中西

中西

ライブ

ライブ

福島

福島

重要単元に的を絞り、英文法の復習を行う特別講座

さまざまな表現、構文を学び、英作文の得点力をアップさせる特別講座

基礎的な和文英訳・自由英作文の攻略法を学ぶ

ライブ

野下

野下

7/30.31 8/2.3

7/21.22.23.24

17:45～19:30

20:20～21:40

原田久

竹村

7/26.27.28

7/16.17.19.20

8/4.5.6.7

8/9.10.11.12

80分×4回

18:50～20:10

ライブ

ライブ

ライブ

特別
映像

ライブ

ライブ

【要注目】今回の講座のために撮影！難関大志望者必須の整数講座。
精選問題演習と、丁寧な解説で、いろいろな考え方を学びます。整数問
題が絶対おもしろくなる！

平面ベクトル　図形への応用を中心とした総合演習と詳細解説（後半）

平面ベクトル　図形への応用を中心とした総合演習と詳細解説（前半）

古文読解に必要なポイントの詳解解説。入試対策に備える。 小椋 8/9.10.11.12 18:50～20:10

難関大レベルの現代文問題にも挑戦。答案の書き方を養成

古文文法の重要ポイントをわかりやすく総整理

7/26.27.28

7/16.17.19.20

19:45～21:30

18:50～20:10

中川

平面ベクトル　図形への応用を中心とした総合演習と詳細解説（後半）

平面ベクトル　図形への応用を中心とした総合演習と詳細解説（前半）

平面ベクトル　図形への応用を中心とした総合演習と詳細解説（後半）

平面ベクトル　図形への応用を中心とした総合演習と詳細解説（前半）

8/9.10.11.12

8/18.19.20.21

8/4.5.6.7

7/16.17.19.20

7/16.17.19.20

8/4.5.6.7

平面ベクトル　図形への応用を中心とした総合演習と詳細解説（後半）

空間ベクトル　空間ベクトルの発想力を問う精選問題演習と講義

平面ベクトル　図形への応用を中心とした総合演習

☆☆６月２７日（日）までに夏講受講確認書を提出すれば！☆☆

　　夏期講習を会員特別費用にて受講できます。

☆☆夏期講習でライブ講座または特別映像講座を受講する高校生が対象！☆☆

ライブ講座または特別映像講座の費用は６講座以上受講すると、

それ以降の受講費用がすべて免除されます！

共通テスト数学ⅠＡ総合演習 特別
映像

21TN
【要注目】精選された共通テスト形式の問題の演習と、明瞭な解説講義。
ほぼ全員が受験する共通テスト。まずは敵をしっかりと知ろう。扱う範囲は
数学ⅠＡすべて

原田明 80分×4回
7/21～8/31の期間

視聴できます。

数学

第１弾 第２弾

ハイレベル国語 （現代文） ライブ 27TA 現代文の攻略に必要な事項をわかりやすく徹底解説 竹村 7/21.22.23.24 17:20～18:40

スーパー国語 （古典） ライブ 28US

高２生 【 岡山校 】 TEL：086-233-3302



【高３版】

スーパー英語Ｓ１－１ （長文読解）

スーパー英語Ｓ１－２ （文法・語法） 得点に直結する重要文法・語法の攻略

スーパー英語Ｓ１－３ （英作文）

【形式】授業スタイル／【ライブ】…ライブ講座、【特別講座】…特別映像講座 ※　文理系志望者は原則として理系に準じるものとします。詳しくは担当の先生と相談してください。

【費用】各講座の受講費用は別紙、「費用一覧」をご確認ください。 ※　開講講座・担当・実施日時は予定ですので、変更になる場合がございます。ご了承ください。

※　「特別映像講座」はご家庭にて視聴することも可能です。 ※　342S と 343S は同内容の講座です。いずれか一方を受講してください。

　　いよいよ最後の夏がやってきた！この夏、限定！今から受験勉強を頑張るキミたちを応援します！

 夏の 「応援」 キャンペーン！  夏の 「応援」 キャンペーン！

 会員特別費用 ＜２０２１夏＞  定額費用制度 ＜２０２１夏＞

※会員生のみの特典です。受講費用については、別紙をご確認ください。 ※受講費用については、別紙をご確認ください。

理科

スーパー理系化学ＵＳ２

◎

◎

ハイパー理系物理ＳＴ１

ハイパー理系物理ＳＴ２

スーパー理系化学ＵＳ１

数学

共通テスト対策数学Ｋ２ （数Ｂ数列）後半

国立大理系数学Ｔ１ （数Ⅲ微分）

国立大理系数学Ｔ２ （数Ⅲ積分）

ハイパー数学ＵＳ１ （数Ｂ数列）前半

ハイパー数学ＵＳ２ （数Ｂ数列）後半

32TN
岡山大学２次理系数学の過去問を中心とした演習と解説講義。
岡大で出題された問題の中でも基本となる問題を精選し、岡大の
傾向と対策も伝授する、岡大理系志望者のための講座。

原田明

311K

312K

371K共通テスト対策現代文 

共通テスト対策古典

ハイパー記述古典 ライブ

80分×4回

野下

◎ ◎ 7/26.27.28

「複素数平面」における重要ポイントを一気に仕上げる

難関大レベル「微分・積分」の総合演習で実践問題に慣れる 杉本

岡山大学志望者対象：文法の整理から英作文の攻略法 逸見 ◎ ◎ 7/26.27.28

7/21.22.23.24

8/9.10.11.12

7/30.31.8/2.3

80分×4回

一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ、受講講座を決定していきます。

１講座／80分講義×4回 または105分講義×3回 文系 理系

形式

文理の選択状況により簡単な受講ガイドラインを表示しています。

20:20～21:40

 ◎：推薦
 ○：受講可能

岡山大学合格講座英語Ｔ２ （英作文演習）

実施日時

17:45～19:30

18:50～20:10

7/26.27.28

8/9.10.11.12

7/16.17.19.20

数Ⅲ「複素数平面」を基礎から講義。視認の難しい世界をわかり
やすく説明。通常ゼミ321S受講者は必須の講座となりますが、そ
れ以外の方の受講は受講資格が必要となります。

数学Ⅲ「微分」の総合演習で得点力を養成

◎

◎

◎

◎

8/18.19.20.21

7/30.31.8/2.3

7/21.22.23.24

18:50～20:10

17:20～18:40

17:45～19:30

17:45～19:30

7/26.27.28

8/4.5.6.7 18:50～20:10

18:10～19:30

17:45～19:30

8/9.10.11.12 18:50～20:10

15:45～17:30

7/21.22.23.24 17:20～18:40

7/30.31.8/2.3

7/21～8/31の期間
視聴できます。

18:50～20:10

20:20～21:40

7/30.31.8/2.3

7/16.17.19.20

7/21.22.23.24

18:50～20:10

20:20～21:40

8/18.19.20.21

7/21.22.23.24

17:20～18:40

17:20～18:40

20:20～21:40

8/4.5.6.7

8/18.19.20.21

8/9.10.11.12

17:20～18:40

20:20～21:40

17:20～18:40

7/21～8/31の期間
視聴できます。

7/21～8/31の期間
視聴できます。

80分×4回

18:50～20:10

近藤

◎電気分野① 得点に直結する詳解講義と重要問題演習

竹村 8/9.10.11.12

20:20～21:40

◎ 7/16.17.19.20

原田久

◎ 7/30.31.8/2.3

7/21.22.23.24 20:20～21:40

20:20～21:40共通テストで高得点をとるためのスキルを完全習得

ライブ講座または特別映像講座の費用は７講座以上受講すると、

それ以降の受講費用がすべて免除されます！

第２弾

☆☆６月２７日（日）までに夏講受講確認書を提出すれば！☆☆

電気分野② 得点に直結する詳解講義と重要問題演習

「糖・アミノ酸・タンパク質」を網羅する精選講義

結晶格子の応用を徹底講義！この夏一気に得意にする

　　夏期講習を会員特別費用にて受講できます。

☆☆夏期講習でライブ講座または特別映像講座を受講する高校生が対象！☆☆

第１弾

◎ 7/26.27.28 19:45～21:30

国立大理系化学Ｔ１ ライブ 3C1T 基礎からみっちり講義。この夏に有機化学をマスターする（前半） 近藤 18:50～20:10

国立大理系化学Ｔ２ ライブ 3C2T 基礎からみっちり講義。この夏に有機化学をマスターする（後半）

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

○

担当

中西

中西

野下

浜野

数学Ⅲ「積分」の頻出パターンの攻略と定着

数学B「数列」分野のハイレベル演習と解説講義（前半）

数学B「数列」分野のハイレベル演習と解説講義（後半）

数学Ｂ「数列」の重要問題を演習し詳細解説（前半）

国立大２次レベルの英作文・答案作成力を養成

最難関大レベル「微分・積分」の総合演習で得点力を養成

講座内容

最難関大に必要な英文を正確に読む練習をする

最難関大対策としての和文英訳・自由英作文の攻略法を確認

杉本

畑中

畑中

野下

浜野

野下

山添

岡山大学志望者対象：長文総合問題と攻略法 逸見

大和

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎ ◎

◎◎

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

岡山大学合格講座理系数学Ｔ２
（過去問演習応用編）

共通テスト対策数学Ｋ１ （数Ｂ数列）前半

岡山大学合格講座英語Ｔ１ （長文読解）

共通テスト対策英語 （リスニング）

岡山大学合格講座理系数学Ｔ１
 （過去問演習基本編）

ライブ

スーパー理系数学Ｓ２ （複素数平面）

アルティメット理系数学Ｕ２ （複素数平面）

スーパー理系数学Ｓ１ （微積総合）

アルティメット理系数学Ｕ１ （微積総合）

特別
映像

特別
映像

ライブ

特別
映像

ライブ

ライブ

科目 講座名称

スーパー英語Ｓ２－１ （長文読解）※

スーパー英語Ｓ２－３ （英作文）

スーパー英語Ｓ２－２ （長文読解）※
英語

共通テスト演習特講 （リーディング）

共通テスト対策英語 （リーディング）

ライブ

スーパー英語Ｓ２－４ （自由英作文） ライブ

ライブ 343S

ライブ

ライブ

362S

アルティメット英語Ｕ１ （長文読解）

アルティメット英語Ｕ２ （英作文）

講座No.

ライブ 351T

ライブ 341T

361S

351S

ライブ 341S

341U

351U

342S

ライブ

ライブ

ライブ

352S

341K

ライブ

30US

31US

321U

322U

321S

32SN

37ST

38ST

原田明

原田明

数学Ｂ「数列」の重要問題を演習し詳細解説（後半）

難関大二次レベルの演習＆講義で答案作成能力を習得

難関大二次レベルで差のつきやすいポイントを徹底講義

津島

33TN
岡山大学２次理系数学の過去問を中心とした演習と解説講義。
岡大で出題された問題の中でもやや難しい問題を精選し、岡大の
傾向と対策も伝授する、岡大理系志望者のための講座。

原田明

321T

大和 ◎ ◎

351K 年々重要度を増すリスニングの演習。底力をアップ

◎

◎

322T

◎

◎

◎ ◎

361X 浜野 ◎ ◎共通テスト形式の徹底演習。形式に慣れ得点力をアップ

7/21.22.23.24

3P2T

3C1S

3C2S

宮脇

宮脇

津島

原田久

小椋

小椋

3P1T

高3物理　3P1T、3P2Tの2講座は、定員の関係上、通常ゼミを受講している会員生のみ申込を受け付けます。ご了承ください。

○

381K

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

現代文の共通テスト対策。演習により効果的に得点力を養う 小椋 20:20～21:40

得点力アップの鍵となる読解演習

山添

難関大対策の英作文演習と自由英作文の基礎 山添

7/26.27.28

7/26.27.28

19:45～21:30

7/26.27.28 15:45～17:30頻出テーマの英文を題材に、バランスよく読解力を養成 ◎ ◎

18:50～20:10

浜野 ◎ ◎ 7/30.31.8/2.3 18:50～20:10

重要度の高い自由英作文の書き方の伝授と基礎演習 浜野 ◎ ◎

8/9.10.11.12 18:50～20:10

国立大から難関大２次レベルの長文読解・答案作成力を養成

国語

岡山大学合格講座国語（現代文）

岡山大学合格講座国語（古典）

ライブ

ライブ

371T

381T

岡山大学志望者のための、２次試験向け現代文講座

岡山大学志望者のための、２次試験向け古典講座

ハイパー記述現代文

ライブ

ライブ

ライブ

高３生
【 岡山校 】 TEL：086-233-3302



【高３版】

 難関大対応数学 図形特訓

 難関大２次対応 理系化学

 共通テスト 国語 得点力アップ講座

 共通テスト リスニング特訓講座  リスニング演習と講義でワンランク上の得点力を養成

 難関大２次対応 理系物理 電気  夏で一気に完成させる「電気」分野の最終講義

 難関大２次対応 理系物理 電気  夏で一気に完成させる「電気」分野の最終講義

          いよいよ最後の夏がやってきた！この夏、限定！今から受験勉強を頑張るキミたちを応援します！

 夏の 「応援」 キャンペーン！  夏の 「応援」 キャンペーン！

 会員特別費用 ＜２０２１夏＞  定額費用制度 ＜２０２１夏＞

※会員生のみの特典です。受講費用については、別紙をご確認ください。 ※受講費用については、別紙をご確認ください。

　　夏期講習を会員特別費用にて受講できます。 ライブ講座または特別映像講座の費用は７講座以上
受講すると、それ以降の受講費用がすべて免除されます！

3EBT 8月16日◎

理系

13:00～19:30

物理 ◎ 13:00～19:308月17日3PB1

ライブ 3PB2

原田久

第１弾 第２弾

☆☆６月２７日（日）までに夏講受講確認書を提出すれば！☆☆ ☆☆夏期講習でライブ講座または特別映像講座を受講する高校生が対象！☆☆

ライブ

＜ご注意＞　盆特訓の受講費用は「定額費用制度」の対象外となります。

文系

■岡山、倉敷両会場で実施いたします「難関大２次対応 理系物理 電気」は、同内容です。

■盆特訓のみの受講も可能です。

形式

＜ご注意＞　盆特訓の受講費用は「定額費用制度」の対象外となります。

講座名称

■会場は、＜岡山会場＞能開センター岡山校（大学受験）　岡山市北区磨屋町7-2　〔℡〕086-233-3302　※クレドビルではありません

■会場は、＜倉敷会場＞能開センター倉敷校（大学受験）　倉敷市阿知3-1-14　〔℡〕086-422-5434

■当日は12時より開館、および受付開始。授業終了後は速やかに閉館いたします。時間の調整をお願いいたします。

数学 3MBT

ライブ 宮脇

ライブ

化学 3CBT  「脂質」・「生化学」・「医薬品」における詳説講義

ライブ  発想を必要とする図形問題の徹底演習。文理は問いません

国語 ライブ 3KBT  本番での得点力を高めるための秘訣をわかりやすく解説 竹村

英語

文系

一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ、受講講座を決定していきます。

科目 講座名称 形式 講座No. 講座内容 担当

○

 ◎：推薦
 ○：受講可

中西 ◎

◎ ◎

畑中

実施日時

◎ 13:00～19:30

13:00～19:30

13:00～19:30

◎ 8月14日

8月13日

理系

8月15日 13:00～19:30

■盆特訓の費用は、定額費用制度、会員特別費用割引、特待生制度割引の対象外となります。

講座No. 講座内容

物理

科目

＜ご注意ください＞高３盆特訓に関して

◎原田久

実施日時

担当
 ◎：推薦
 ○：受講可

8月13日

【 岡山校 】 TEL：086-233-3302

高３生
【 倉敷校 】 TEL：086-422-5434

高３生



【会員生用】

 ライブ講座・特別映像講座　（全校共通／形式：ライブ・特別映像／定額費用制度対象）

※盆特訓の費用は定額費用制度の対象外となります。 ※すべての講座の費用は、テキスト費などの諸費を含んでおります。

※盆特訓の費用は会員特別費用割引の対象外となります。 ※6月27日（日）までの受講確認書提出で、盆特訓を除くすべての講座に会員特別費用の適用があります。

※盆特訓の費用は特待生制度割引の対象外となります。

■6月27日（日）までに夏期講習受講確認書をご提出いただいた会員生の方は

　 会員特別費用にて夏期講習を受講可能！（高３盆特訓を除きます）　上限となる費用も変わります。

■ご友人を紹介してくれた会員生には 　■ご紹介を受けて夏期講習に参加されるご友人は

　 図書カード5,000円分を進呈！　　　　　 　 　　特別優待費用にて受講可能！

受講費用は、ライブ講座＋特別映像講座＋映像ゼミの合計金額となります。

【ご注意】 高３生対象「盆特訓２０２１」は会員特別費用割引、定額費用制度の対象外となります。

受講講座数
高３生

受講講座数
高２生

受講講座数
会員特別費用 会員費用 一般費用

１講座１講座 １講座
11,000円

12,100円（税込）

13,200円

高１生
会員費用 一般費用会員特別費用

10,500円

11,550円（税込）

8,500円 9,000円 10,800円

9,350円（税込） 9,900円（税込） 11,880円（税込）14,520円（税込） 9,350円（税込） 9,900円（税込） 11,880円（税込）

３講座 ３講座
33,000円 39,600円

34,650円（税込） 36,300円（税込）

２講座
23,100円（税込）

２講座 ２講座
24,200円（税込） 29,040円（税込）

21,600円

18,700円（税込）

21,000円 22,000円 26,400円

43,560円（税込）

17,000円 18,000円

35,640円（税込）

23,760円（税込）

25,500円 27,000円

５講座 ５講座
55,000円 66,000円

57,750円（税込） 60,500円（税込）

４講座
34,000円

４講座 ４講座
36,000円 43,200円

37,400円（税込） 39,600円（税込）

42,000円 44,000円 52,800円

46,200円（税込） 48,400円（税込） 58,080円（税込）

52,500円

72,600円（税込）

７講座以上

 盆特訓２０２１　（全校共通／高３生対象
　　　短期集中特訓講座／定額費用制度対象外）

73,500円 77,000円 92,400円

80,850円（税込）

６講座
63,000円 66,000円 79,200円

69,300円（税込） 72,600円（税込） 87,120円（税込）

84,700円（税込） 101,640円（税込）

10,450円（税込） 11,000円（税込） 13,200円（税込）

３講座以上
30,000円 36,000円 9UK

（国語のみの受講）
33,000円（税込） 39,600円（税込）

9UEM
（英・数）

26,400円（税込） 31,680円（税込）

19,000円
２講座

24,000円 28,800円 181N
（芳泉校のみでの実施）

特典①  会員特別費用（アルティメットジュニアコース中３・高１～３）

特典②  ライブ講座・特別映像講座受講の高校生限定／友人紹介キャンペーン

１講座
12,000円 14,400円 171N

（芳泉校のみでの実施）

 映像ゼミ　（全校共通／形式：映ゼ
　　　　　　　　　／定額費用制度対象）

 アルティメットジュニアコース中３
　　　（中高一貫校中３生対象／形式：ライブ）

受講講座数
高３生

受講講座No.
高１生

6,600円（税込） 7,920円（税込）

会員費用 一般費用
中３生

32,400円

28,050円（税込） 29,700円（税込）

9UEM・9UK
（英・数・国）

13,200円（税込） 15,840円（税込） 6,050円（税込）

３講座
31,500円

受講講座数

５講座以上

17,000円 18,000円 21,600円

６講座以上

会員特別費用 会員費用 一般費用

8,500円 9,000円 10,800円

51,000円 54,000円 64,800円

47,520円（税込）

42,500円 45,000円 54,000円

46,750円（税込） 49,500円（税込） 59,400円（税込）

19,800円（税込）

28,050円（税込） 29,700円（税込） 35,640円（税込）

34,000円 36,000円 43,200円

18,700円（税込） 19,800円（税込） 23,760円（税込）

25,500円 27,000円 32,400円

37,400円（税込） 39,600円（税込） 47,520円（税込）

42,500円 45,000円 54,000円

5,500円 6,000円 7,200円

6,050円（税込） 6,600円（税込） 7,920円（税込）

46,750円（税込）

20,000円 24,000円

20,900円（税込） 22,000円（税込） 26,400円（税込）

49,500円（税込） 59,400円（税込）

5,500円 6,000円 7,200円

会員特別費用 会員費用 一般費用 会員特別費用

56,100円（税込） 59,400円（税込） 71,280円（税込）

9,500円 10,000円 12,000円

会員費用 一般費用

23,500円 25,000円 30,000円

25,850円（税込） 27,500円（税込） 33,000円（税込）

【岡山校 】 TEL：086-233-3302
【倉敷校 】 TEL：086-422-5434
【邑久校 】 TEL：0869-24-0417
【芳泉校 】 TEL：086-221-0076
【津島校 】 TEL：086-252-1193
【茶屋町駅前校 】 TEL：086-420-1778


